犬のリハビリプールの視察

１２月９日、リハビリプー
ルにとても興味持っている
私のために佐良先生の愛犬
測されるもの所有者が引取 ３頭が愛知県名古屋市にあ
りを求められたもの又は所 る名古屋動物医療センター
有者の発見ができないもの で実演してくれました。泳
についてはその飼養を希望 ぎのうまい子は体が水平。
する者を募集し、当該希望 泳ぎが得意でない子は立っ
する者に譲り渡すよう努め てる感じ。プールデビュー
るものとする。」とありま
の子はイン
す。
ストラクター
平成２５年１２月に、大
と一緒に泳
崎上島で定時定点回収した
いでいまし
中型雑種犬５頭を県民から
た。みなし
飼養を希望する申入れがあっ
ご施設内に
たにも関わらず、県職員の
プールがで
人為的ミスにより殺処分し きてたらどうしましょう。
た経緯があり、広島県にお
横須賀ＴＮＲ一斉手術
ける犬猫の定時定点回収の
即時廃止を求め広島県に請
１２月１０日、横須賀市
願します。ＮＰＯ法人・犬 文化会館にて「ちばわん＆
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サイト
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より請願書をダウ
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ンロードいただき、署名集
一斉手術」。
めのご協力をお願い致しま
横須賀と
す。 Ｎ(ＰＯ法人・犬猫み
いうこと
なしご救援隊・代表理事・
でお手伝
中谷百里 )
いのほと
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環境省が発表した統計に
よると、広島県内の動物愛
護施設が平成２３年度に殺
処分した犬と猫の合計が８、
３４０匹に上り、全国都道
府県で最多でした。それに
も拘わらず翌年度の動物愛
護関連業務の予算額は１憶
４千万円を超えています。
平成２４年「動物の愛護
及び管理に関する法律」が
改正され第四章第三五条に
新設された第四項には「都
道府県知事等は、第一項本
文の規定により引取りをお
こなった犬又は猫について、
殺処分がなくなることを目
指して所有者がいると推測
されるものについてはその
所有者を発見し、当該所有
者に返還するよう努めると
ともに所有者がいないと推

即時廃止を求める請願

定時定点回収
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んどはちばわんメンバーで
す。さすが神奈川県、やっ
て来る猫たちは申し合わさ
れたようにみんな捕獲器で、
猫のストレスを軽減するた
めにちゃんと布でカバーさ
れています。意識が高い町
だとこれだけの数の捕獲器
を猫の餌やりさんが普通に
持っている。ちばわんが貸
し出した捕獲器はたったの
１０台だそうです。
今日は９２匹の子がやっ
て来ましたがその子たちの
状態は良くオスメスの比率
もよく（状態が悪いとメス
が多い）そこも私はうらや
ましく思いました。私がち
ばわん代表桂代ちゃんと組
む理由はお互い【動物第一
主義】で、自分はボロを着
ても動物たちにかけるお金
は惜しまないから。私が山
口先生と
組む理由
はちばわ
ん同様
【動物第
一主義】
に加え技
術の高さ、

卵巣と子宮を摘出してこの
傷の大きさ。これぞプロの
ワザです。
横須賀ＴＮＲ一斉手術２
日目、会
場はなん
と住友重
機械工業
横須賀製
造所。こ
こ住重で
は工場内
ＴＮＲも許可してくれてい
るので吉野所長代理にいろ
いろと質問してみました。
『場内に居る猫を捕まえて
不妊手術をしてまた場内に
戻すというのを困るとは思
いませんでしたか？なぜ場
内ＴＮＲを許可したんです
か？』所長代理は『あそこ
にもここにも工場が並ぶこ
んなに広いところでここを
選んでここが気に入ってこ
こに住みついていた猫に出
て行けとは言えんでしょう。
手術をすれば一代限り。そ
れぐらいは企業として協力
すべきでしょう。今日のこ
の素晴らしい活動は住重の
社内報で発信します。世界

各国の住重関連企業へ発信
します。それを見た内外の
人たちが自分も何か協力し
たいと申し出てくれればと
願っております。』と死ぬ
ほどありがたいお話です。
一流企業が立ち上がってく
れるとそれに続く企業も増
え私たちはＴＮＲ一斉手術
活動がやりやすくなり野良
猫たちは生きる権利を取り
戻せ一代限りの命をまっと
くすることができます。
横須賀一斉手術。これは
私のちょっとした勘違いか
ら実現
しまし
た。あ
の時私
が勘違
いしな
ければ
予定に
も入っていないでしょう。
その勘違いを桂代ちゃんが
笑いながら「いいですよ横
須賀やりましょう。」と餌
やりさんに声かけしてくれ
なければ横須賀ＴＮＲ一斉
手術は実行されなかったで
しょう。

住重さんからは「これか
らも定期的に横須賀でＴＮ
Ｒ一斉手術を開催してくだ
さい。そしてその際は是非
わが社をご利用ください。
いつでも場所を提供します
から。」と言われました。
そればかりか少しでも活動
費の足しになればといろい
ろな案も出していただきま
した。

２０１４年犬猫みなしご
救援隊オリジナルカレンダー
がついに完成しました。ど
うか皆さま玄関に１部廊下
に 部1台所に 部1居間に 部1
トイレに 部1、洗面所に 部1
そして各部屋に 部1づつと
お買い求めください。

一月の予定

▼福山市ＴＮＲ一斉手術
【２８日】福山市
▼呉市ＴＮＲ一斉手術【２
９日】呉市
▼広島市元宇品ＴＮＲ一斉
手術【３０日】広島市

TEL : 082-812-3745 FAX : 082-815-2711

しました。私はド発狂、
『外部の人間を入れる時も
次亜塩素酸
水の中で靴
底を浸けさ
せるぐらい
抗ウイルス
を徹底しん
さい！』、久しぶりにセン
ターに行ったらこんな張り
紙があり、毒薬を入れるマッ
トを新調していました。
『やればできるじゃん！動
物管理センター。』

川市アイ
ムホール
にて【置
き去りに
された命・
ハル】の
公演を行
いました。今回は初の完全
予約公演で、受付も立川の
文化芸術振興に尽力されて
いる方々にメインで行って
いただきました。司会者さ
んの「中谷百里サイン会を
しま～す。」
との掛け声
に『マジで？』
とか言いな
がらノリノ
リでサイン
書きまくりました。握手し
たり写真を撮られたり本人
は完璧にアイドル気分です。
立川の文化芸術振興に尽
力されている東京ＴＡＭＡ
音楽祭さま、舞台芸術フェ
スティバル実行委員会さま、
真如苑さまの協力と立川市
立川市教育委員会、立川市
地域文化振興財団の後援を
得ての開催でした。

広島県広島市安佐北区可部町大字今井田690-2

みなしごＴＮＲ一斉手術
１２月２２日、犬猫みな
しご救援隊２号館にて犬猫
みなしご救援隊【助成】Ｔ
ＮＲ一斉手術を行いました。
広島にもＴＮＲの必要性
が浸透しつつあるようで先
月より多く猫が集まりまし
た。今日一日で５９匹の不
妊手術、ワクチン接種、ノ
ミマダニ駆除、回虫条虫駆
除、耳先カットを行いまし
た。
置き去りにされた命ハル公演

１２月２８日、東京都立

〒731-0234

継続はチカラなり
広島県が殺処分日本一だ
と発表された昨年の７月か
ら犬猫みなしご救援隊は広
島市動物管理センターから
猫全頭引き出しを続けてい
ます。おとなしく猫だけを
引き出しているハズはなく
電話をかけるたび、引き出
しに行くたびに中谷専用の
「担当者であるセンター所
長」にいろいろとうるさく
言うてます。
懲りない広
島市動物管
理センター
は、今月の
初めにまた
パルボを出

犬猫みなしご救援隊
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